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 海洋資源の問題点を考える

“桃栗3年、柿8年”：
持続可能な資源保護をするには？
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海洋資源の種類

 物理的資源：鉱物資源、石油、天然ガス、水
 海洋エネルギー：熱、力学
 生物資源：動物、植物、
 その他の資源： 海そのものが資源

→ 輸送の場、余暇の場、
廃棄の場

更に 再生可能な資源（水産資源など）
再生できない資源（鉱物資源など）

などと区分されているが。。。。。。



絶滅の危険性がある生物を再生可能資源と言えるか？

 人間（20歳：60㎏）が成長するのに、1日に平均1㎏の食糧
を食べると仮定する。
1㎏＊365＊20＝7300㎏ 7.3トンを消費
大人になって繁殖行動を行う。

繁殖行動の後、生まれてくるのは、10月10日後
その後は、毎年増殖することが可能。

 宇宙人の襲撃で、繁殖期をすぎた人間が食糧とされたら
（40億人*60㎏）／（40億宇宙人*1ｋｇ）

＝60日分の食糧
宇宙人は飢え死にしちゃうから、繁殖期に満たない
人類も食糧とし始め、人類を絶滅の淵に追いやり、宇宙人も
滅亡の道を辿る。

桃栗3年、人15~30年
絶滅に追いやられた生物資源は、果たして再生可能資源と言えるだろうか？



生物資源における再生時間の制約

瀬戸内海の研究例では、1年：体長8cm、2年：12．5cm、3年：
14．5cm、4年：16cm、5年：17．5cmにしかならないらしい。
尺ギスは、8年を超える。上に写真は天草のシロギス。恐らくこ
の位の期間、海で暮らしていたのだろう。

浮遊幼生となり、1日目（トロコフォ
ア）2日目（D状期0.1mm）、アンボ
期、フルグロウン期0.2mmを経て2～
4週間で着底する。着底直後の稚貝は
足糸を分泌して砂礫等に付着し、成
長とともに足糸は退化する。その後、
着底初期稚貝（0.25mm） 1～1.5ヶ
月稚貝（1mm） 4～6ヶ月稚貝（10～
20mm） 8ヶ月～1年貝（25～
30mm）、成貝1～2年以上（35～
40mm以上）と成長していく。
上に写真は、4㎝以上だから3年以上
捕まらずにいたアサリかもしれない。
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漁師は生活のために、毎日漁をするが、生物は毎日増殖しているわけではない。
農作物でさえ、毎日収穫できない事を考えれば、容易に想像がつくはず。



漁獲高（生物資源の消費国・海域）

収穫者トップ５

漁獲海域トップ５

横ばい

中国

中国以外

消費量を賄うためには、漁場（直接的・間接的）を確保することが至上命令



各国の利害関係が発生する：排他的経済水域（EEZ)

A Free Ocean⇔領海: 砲弾が届く範囲3マイル （1703年から1945年）
第二次世界大戦以降：1982年、国連で12マイル決定＝アメリカ、トルコ、

ベネゼーラ、イスラエルが反対票を投じる）
EEZ：排他的経済水域（200マイル）を提案

それ以外の海域＝THE HIGH SEAS（公海）



排他的経済水域
領海の基線からその外側２００海里（約３７０）の線までの海域（領海を除く）並びにそ
の海底及びその下です。
なお、排他的経済水域においては、以下の権利が認められています。
１．天然資源の開発等に係る主権的権利
２．人工島、設備、構築物の設置及び利用に係る管轄権
３．海洋の科学的調査に係る管轄権
４．海洋環境の保護及び保全に係る管轄権

日本の排他的経済水域は何処？
公 海 （The High Seas)

いずれの国の排他的経済水域、
領海若しくは内水又はいずれの群
島国の群島水域にも含まれない海
洋のすべての部分です。

日本の排他的経済水域
面積： 世界で6番目に広い
海水の体積：世界で4番目に多い



漁獲方法：トロール漁（曳網漁）
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漁獲方法の改善と伴に収量は増加するが、ある時点から減少し始める。



トロール漁の風景

 ２０１１年８月下旬に東シナ海で行われたトロール漁を長崎丸で見学させてい
ただいた。



１時間曳網して、漁獲量はコストに見合うか？

漁獲コストを下げるためには、漁獲量を増やす必要がある。しかし、その地域
における生物生産量を超えた漁獲を行ったらどうなる事でしょう？



漁獲高の減少 → 乱獲（OVERFISHING）

Commercial 
extinction:
商業的絶滅

Maximum 
sustainable 
yield：最大持
続生産量

overfishing:
乱獲



モラトリアム：しばらくの間、何もしないでいる状態（例 支払い猶予など）

トロール最盛期

The collapse of the cod fishery off Newfoundland, and the 1992 decision by 
Canada to impose an indefinite moratorium on the Grand Banks, is a dramatic 
example of the consequences of overfishing.

（http://en.wikipedia.org/wiki/Overfishing）

（カナダは、
1992年、無

期限のモラ
トリアムを
設定した）
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大西洋ダラの例

http://en.wikipedia.org/wiki/Overfishing


KEY WORDS：持続可能な漁業資源

 乱獲：野生動物（鳥、魚、獣など）および自然の植物などを無
闇に大量捕獲し、自然に増える速度を超えて過剰に獲り続けてし
まうことを指す。（ overfishing：魚；overhunting : 獣など）

 商業的絶滅：商業的な目的で乱獲されたことにより、絶滅の
危機に瀕している状況（Commercial extinction）

 最大持続生産量：漁獲量と自然増との均衡が取れ、総量の
減少無しに毎年漁獲できるとされる最大の量。

MSY（maximum sustainable yield）
 混獲：漁業の際し、漁獲対象魚と同時に意図しない生物を捕獲

してしまうこと。同種においても、意図した成魚よりも小さい個
体や幼魚を漁獲してしまったときなども（Ｂｙｃａｔｃｈ）。



海洋生物から抽出される薬（化学成分）

 抗がん剤
 抗菌剤
 抗炎症物質
 産業有用成分など

海洋：細菌、真菌、
藻類、海綿、
軟体動物、
棘皮動物など

関連キーワード：マリンバイオテクノロジー



有用生物のライフサイクル

 抗ガン剤等で脚光を浴びてる海綿
カイメンからは複雑な構造を持つ有機化合物が多数発見されており、

医薬品の候補として期待されている。抗 HIV 薬として用いられているジ
ドブジンはカイメン由来の天然物と類似した構造を持っており、他に
もハリコンドリンBや環状グアニジン類などが抗がん剤や抗 HIV 薬、抗
マラリア薬として作用することが確認されている。

しかし、海洋生物の成長速度は必ずしも早くない。

ある種の海綿は、成長速度は、0.2－0.5㎜／年
サンゴなどは、0.5～20㎜／年程度で、

一度破壊すると同程度の地域を回復するためには膨大な時間が必要
となる。

“桃栗3年、サンゴ50年、海綿100年”



Oceanography: An 
Invitation to Marine 
Science 8th Edition
by Tom S. 
Garrison (2015)

Figure 17.23 The crew of a 
Japanese whaling ship waits for 
a minke whale to bleed to death 
after being harpooned. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Tom+S.+Garrison&search-alias=books&field-author=Tom+S.+Garrison&sort=relevancerank


捕鯨問題って、どうなってるの？
 商業捕鯨モラトリアムについて

 スウェーデンの首都ストックホルムで1972年に開催された国連人間環境会議では、「商業捕鯨の10年間
のモラトリアムを」との勧告が採択されました。これに続いて開催されたIWC第24回年次会議に米国は、
1973年の大型鯨種すべての捕獲枠をゼロにする提案を行いました。この提案に対してIWC科学委員会は、
鯨種や資源ごとの状況の違いを無視する包括的モラトリアムは科学的に正当化できないと勧告し、この
勧告に基づいてIWC本委員会はモラトリアム提案を否決しました。

 しかしその後も同じような提案が繰り返され、他方で反捕鯨を掲げる国のIWC加盟が相次ぎました。そ
して1982年、第34回IWC年次会合において、モラトリアム案が提案され、会合の結果、あらゆる資源に
ついて商業目的のための鯨の捕獲頭数は、1986年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期及び1985年から
1986年までの母船による捕鯨の解禁期において、さらにはそれ以降の解禁期においてゼロとすることが
採択され、商業捕鯨モラトリアムが決定されました。これにより大型鯨類13種（上記）を対象とした商
業捕鯨は禁止されています。

 一方でこの決定には、1990年までに鯨類資源について包括的な資源評価を実施してモラトリアムを見直
すという条件が付されていました。しかしながら、IWCで多数を占める反捕鯨国はこの条件を無視し、
モラトリアム見直しを拒み続けています。

 この間に科学委員会は、科学的な知見に基づいて、クジラ資源の保全を過剰なほど考慮して捕獲限度を
算出する「改訂管理方式」は適用させないことも決定しました。つまり、それ以来一部の鯨種・資源で
はこの改訂管理方式の下で捕獲限度を算出できる条件がすでに整っているにも関わらず、モラトリアム
は解除されることなく、現在に至っています。

 （http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_thinking/index.html）

モラトリアム：しばらくの間、何もしないでいる状態（例 支払い猶予など）

http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_thinking/index.html


絶滅の危機に瀕するクジラ（アメリカの教科書では）
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Oceanography: An Invitation to Marine Science 8th Edition by Tom S.Garrison (2015)

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Tom+S.+Garrison&search-alias=books&field-author=Tom+S.+Garrison&sort=relevancerank


現在、日本のスタンスは、

 捕鯨についての基本的考え方

我が国は、以下の基本認識の下、商業捕鯨の再開を目指
しています。

（ 1 ）鯨類資源は重要な食料資源であり、他の生物資源と同
様、最良の科学事実に基づいて、持続的に利用されるべきで
ある。

（ 2 ）食習慣・食文化はそれぞれの地域におかれた環境によ
り歴史的に形成されてきたものであり、相互の理解精神が必
要である。

水産庁HPより
（http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_thinking/index.html）

http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_thinking/index.html


水産庁プレスリリース 平成26年4月8日



日本は、2018年にIWC脱退を通告

The International Whaling Commission (IWC) より https://iwc.int/member-map

Japan jointed IWC in 1951 -2019. 2020年から商業捕鯨を再開

https://iwc.int/member-map


捕鯨をめぐる情勢 （水産庁HP 令和2年1月より）

https://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/

重要

https://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/


アメリカウナギの減少

ワシントン条約の背景



日本のウナギの減少

シラスウナギの漁獲量は10分の1以下に下がってしまっ
ている。



絶滅に瀕する日本うなぎは、ジャイアントパンダと同じカテゴリー

限りある資源を大切に、食品ロスからウナギを守る取組（イオン株式会社・環境省）より
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/case/private.html



漁業による生態系の破壊

投棄された

意図しない生物群（商品価
値な小さな生物）は死んだ
形で海洋投棄されたりする。

刺し網は、目的外の生物が
誤って絡まり、死んでしま
う。哺乳類や海ガメが犠牲

投棄された（意図的ある
いは非意図的）漁具が、
海岸の生態系を破壊する



★海底に眠る，金銀鉱床を探せ！
九州は，金の宝庫かもしれないが

海底資源に関して

★メタンハイドレートはエネルギー
資源の救世主となりうるか？



エネルギー消費



近年脚光浴びるメタンハイドレート

一方で、「メタンハイドレートは資源ではない」石井吉徳・元国立環境研究所長
（http://www.alterna.co.jp/7097）

http://www.alterna.co.jp/7097


メタンハイドレートの存在状況

見た目は氷に似ている。1 m3のメタンハイドレートを1気圧の状態で解凍
すると164 m3のメタンガスと水に変わる。解凍する前のメタンはメタン
ハイドレートの体積の20 %に過ぎず、他の80 %は水である。分子式は
CH4•5.75H2O と表され、密度は0.91 g/cm3である。

低温高圧化で存在可能

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%BC%8F


メタンハイドレートが確認されている場所

メディアでは、メタンハイドレートは日本に“だけ”豊富にあるなどと言わ
れることがあるが、世界中に沢山存在することは古くから知られている。バ
ミューダ海域の謎とメタンハイドレートに噴出は、欧米では有名な話である。



メタンハイドレートにまつわる問題

ちょっとした事で、不安定になり気化してしまう。メタンは、地球温
暖化ガスでCO2の20倍の効果を持つため、大量放出は極めて危険。
魔のバミューダトライアングルの原因と目されている。



メタンハイドレートは問題山積

メタンハイドレートは資源ではない： その３）膨大なメタン回収エ
ネルギー 石井吉徳 | 2011年10月5日 | シフトムコラム より

資源３条件とは、１）農集されている、２）大量にある、
３）経済的な位置にあるもの

膨大な回収エネルギー、見積もられない収支比、EPR
税を負担しつつ幻想を追う国民が哀れである。

メタンハイドレート研究開発の総括成果報告書とフェーズ 4 実行計画
の公表 メタンハイドレート研究開発グループ：山本晃司 （2020 5月） より

3. まとめ

メタンハイドレートを商業化する上では、そもそも資源量が十分あることに加えて、生産技術が経済
性をもち環境への影響も含めて社会的に受け入れられる条件が満たされていることが必要であ
る。。。。。。。。。。。

<中略>
。。。。。。。。。。 現下の低油価状況と温室効果ガス排出削減への要求は技術のハードルをさ

らに高めるものであり、この状況のもとで、情報発信を進めることはより重要になっていると考えて
いる。

上記の原文を見比べると、現状がある程度理解できると思います。

https://shiftm.jp/%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AF%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%9A%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%93%EF%BC%89/
https://shiftm.jp/%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AF%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%9A%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%93%EF%BC%89/
https://shiftm.jp/%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AF%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%9A%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%93%EF%BC%89/
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/759/2005_n_e_mh21.pdf


海底の金属資源に関して

NHK アーカイブス より
https://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/det
ail/index.cgi?das_id=D0009050224_00000 https://bookclub.kodansha.co.j

p/product?item=0000201908



黄金の島：九州島はまさにジパング！
1970年代：金の価格が自由化
1981年：鹿児島県菱刈町で金大鉱床の発
見
1985年以来：毎年７トン前後、総量で１
００トン

以上の金を産出
九州の金産出総量は２９８トン！

全国産出量（６３１トン）の４
７％に達する。

青：全国の
金産出量

赤：九州の
金産出量

http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/MINE2001/03/03-02.jpg
http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/MINE2001/03/03-02.jpg
http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/MINE2001/02/02-00.jpg
http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/MINE2001/02/02-00.jpg


南九州の金鉱床：火山活動は金鉱床形成の原
動力

九州に産する膨大な金は，火山活動の賜！

▲ ランクＡの火山

▲ ランクＢの火山

▲ ランクＣの火山

▲ ランク分け対象外の火山

火山活動は、海底にも連続する！

http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/MINE2001/03/03-04-1.jpg
http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/MINE2001/03/03-04-1.jpg


金属製のバケツを海底に下して、可能な限り岩石試料を採
集する。そして、火山活動の実態を明らかにする。

これまでに７回の調査航海をおこない、約１4０回ドレッジによる岩石採集を試みた。



残念ながら金そのものは得られていない。
しかし、金の兆候が奄美カルデラ周辺で確認された。

黒色タイプ

赤色タイプ

包有されている岩石は、
角礫状で、新鮮な流紋岩

ヒ素 3000 ppm
モリブデン 600 ppm

火山性熱水活動に伴った
特定元素の濃縮過程の証拠

トカラ列島の海底のどこ
かに金鉱石が眠っている
可能性は高い！

2010年の講義では、“いつの日か鉱床を発見して、新聞に出ようと思ってます
ハハハハハ．．．．”と言っていました。



2011年10月
宣言通り、銀とレアメタルを含む鉱石を発見

熊本日日新聞
朝刊1面
2011年10月21日

西日本新聞 朝刊社会面 2011年10月22日

読売新聞
（九州・
山口）朝
刊第二社
会面
2011年
10月30日

カダフィーとのツーショットでどや顔



2011年
10月
23日

英字新聞にも
掲載され情報は
世界にも発信さ
れていた。

アメリカの鉱山
関連団体から
研究内容に関する
問い合わせが来る。

今のところ
“ハニートラップ”
の兆候なし（残念）



海底の金属鉱床は有望？？？

海底の金属資源もメタンハイドレートと同様に

資源３条件は、ここでも当てはまる

１）農集されている（品位）
２）大量にある （埋蔵量）
３）経済的な位置にあるもの

＜海洋環境破壊へ配慮した採掘＞
コンストはは大丈夫か？



まとめ

海洋学的成果の発展に伴って、資源問題が
以前考えられていたような単純なものではな
く、複数の要因が複雑に絡み合っていること
が明らかとなってきている。それらは、地球
が宇宙に浮かぶ閉鎖系である事を如実に表し、
資源問題を独立事象として簡単に解決できな
いことを示唆する。その上で、限られた資源
をどのように有効活用するかが人類の課題だ。
この閉鎖系の惑星で、我々人類が生き延びる
ためには、慎重に資源管理を行う必要がある
のは言うまでもない。
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